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日　6月1日（土）・2日（日）10時～
場　北市民センター
内　舞台発表、作品展示、模擬店、
フリーマーケットなど
問　北市民センターへ☎287・0251

対　市内在住者、市内の団体（仕入
れ品などの販売目的の方は不可）
日　6月1日（土）10時～14時
場　北市民センター駐輪場（屋根
あり）
定　12区画（1区画2m×2m・申込
順）
料　1区画	300円（当日集金）
申	問　5月7日（火）9時から北市民
センターへ☎287・0251

第33回北市民まつり
～キラリ！光るみんなの知恵、
広げよう地域の輪～

北市民まつり 
フリーマーケット出店者募集

日　5月11日（土）9時～18時、12日
（日）10時～17時
場　富士見市民センター・富士見
東児童公園
内　舞台発表（楽器演奏、コーラス、
ダンス、空手、民踊、体操、カラ
オケなど）、作品展示（絵画、絵手紙、
ちぎり絵、和裁など）、模擬店（焼
きそば、餃子など）、だいすきな人
のにがおえ展、ふじみプレーパー
ク、フリーマーケットなど
問　富士見市民センター☎287・
1661

日　5月12日（日）10時～15時
場　若葉駅西口広場（雨天の場合は
市民活動推進センター）
内　手づくり作品の販売、ワークシ
ョップ、模擬店（雨天の場合はなし）
問　わかば
結市実行委
員会事務局
（地域活動
推進課内）

第31回富士見わかばまつり

わかば結市第23回 
ハンドメイド・フェスタ

日　6月9日（日）10時～16時30分
（開場9時30分～）
場　西市民センター
定　160人
料　無料（チャリティーにご協力く
ださい）
問　西市民センター☎286・7899

定　100人（申込順）
料　1000円（チャリティー代込み、
申込時に集金）
申　5月7日（火）9時から9日（木）17
時までに西市民センターへ直接
問　西市民センター☎286・7899

日　6月9日(日)10時～11時30分
場　藤小学校体育館
講　鈴

すず

木
き

大
だい

輔
すけ

さん(「NHKテレビ・ラ
ジオ体操」指導者)、矢

やはぎ

作あかりさん
(同アシスタント)
定　100人程度　料　無料
持　上ばき、タオル、飲み物
※　運動のできる服装
問　健康増進課健康増進担当

日　5月24日（金）・31日（金）12時
20分～12時50分
場　市役所１階ロビー
内　24日／オリジナル日本歌曲、
オペラアリア、イタリア歌曲など
（歌、ピアノ）、31日／地域の皆
さんと触れ合うミュージックコン
サート（歌、ギター）
問　地域活動推進課地域活動推進担当

第1回西チャリティー 
カラオケ歌謡祭

カラオケ歌謡祭出演者募集

元気にラジオ体操教室

サロンコンサート

風薫る新緑の季節、思わず外出したくなりますね。ぜひ、つるバス・つるワ
ゴンを使って、イベントへ出かけませんか。市内でも、市民センターでイベ
ントが開催されます。各会場には、次のつるバス・つるワゴンの停留所が便
利です。
■富士見わかばまつり（富士見市民センター、富士見東児童公園）
・つるワゴン富士見・五味ヶ谷線「富士見市民センター」
■北市民まつり（北市民センター）
・つるワゴン坂戸駅線「羽折稲荷神社（北市民センター）」
問　都市計画課交通政策担当

つるバス・つるワゴンで出かけよう！

「まちづくりポイント発行対象事業」には　　マークが表示されています。
問合先　地域活動推進課地域活動推進担当 14

5月4日（土）は祝日のため、市役所
の土曜開庁（地域包括支援センタ
ーいきいきを含む）はお休みです。
問　政策推進課政策担当

◆固定資産税・都市計画税第1期
◆軽自動車税全期

水道企業団では、水道管を適正に
維持管理するため、漏水調査を以
下の地区において実施します。ご
協力をお願いします。
漏水調査対象地区
太田ヶ谷・上新田・上広谷・共栄
町・五味ヶ谷・下新田・新町・脚
折・脚折町・高倉・鶴ヶ丘・中新田・
羽折町・町屋・三ツ木・三ツ木新
田・三ツ木新町・南町・柳戸町
※調査員（委託会社）は水道企業団
が発行する身分証明書を携帯して
います
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団維持
担当☎285・8178

お知らせ
5月4日の土曜開庁はお休みです

今月の納期

漏水調査のお知らせ

水道水の適正な使用量を測定するた
め、計量法に基づき水道メーターの
交換を行います。今年度は次の期間
に予定しています。該当する方には、
はがきで通知しますので、メーター
ボックス内やメーターが入っている
パイプシャフト内を清掃し、作業し
やすいようにご協力をお願いします。
実施予定期間　5月～12月
施工業者　第一環境（株）
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団☎283・1953

指定期間　令和2年4月1日～令和
7年3月31日
募集要項配布期間　5月下旬以降を予定
募集要項配布場所　こども支援課
子育て支援担当
選定方法　公募とし、市指定管理者選
定等委員会で候補者を選定し、議会の
議決を経て指定管理者を決定します。
問　こども支援課子育て支援担当

対　18歳以上の方（団体・サークル
での応募可）
日　5月14日（火）13時～
場　富士見市民センター
内　市民教授を希望される方への
説明会を開催
問　わかば大学塾事務局☎298・
7484（平日10時～15時）

水道メーターの交換のお知らせ

募　　集
児童館(上広谷・西・大橋)の
指定管理者

平成31年度後期
わかば大学塾市民教授

日　5月11日（土）14時30分～16時
場　中央図書館
内　「蛍川」（主演／三

み

國
くに

連
れん

太
た

郎
ろう

、
原作／宮

みや

本
もと

輝
てる

）の16ミリフィルム
上映
料　無料
問　中央図書館☎271・3001

対　大人と児童
日　5月19日（日）①11時～11時30
分（みどりのおはなし会）、②11
時30分～12時30分（緑のカーテ
ンづくり体験会）
場　中央図書館
講　つるがしま緑のカーテン市民
実行委員会
定　10人（申込順）
内　苗の植え付け体験会、植物を
テーマにしたおはなし会
料　無料
持　軍手、汚れてもよい服装
他　参加者にはプレゼントあり
申	問　当日までに中央図書館へ
☎271・3001

イベント
図書館座シネマ

「図書館で緑のカーテンをつくろう！」
&「みどりのおはなし会」

Infor-
mation
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地球観測センター施設
一般公開

日　5月11日(土)10時 ～16時(入
場は15時30分まで)
場　宇宙航空研究開発機構地球観
測 セ ン タ ー(鳩 山 町 大 橋 沼 ノ 上
1401)
内　宇宙から見た地球の画像公
開、講演会、新巨大パラボラアン
テナの紹介、ブルースーツを着て
みよう、クイズ＆スタンプラリー、
宇宙グッズ販売など
料　入場無料
他　東武東上線「高坂駅西口」か
ら無料送迎バスの運行あり。
問　地球観測センター☎298・1200

楽しいサロンに
参加してみませんか

西市民センターでは、誰でも自由
に参加できる下記のサロンを開催
しています。参加を希望する方は、
当日直接お越しください。
問　西市民センター☎286・7899
プチひろば
日　奇数月第1金曜日11時～
内　ハサミとノリでできる簡単な
小物作り
料　無料
手芸サロン
日　毎月第2・4木曜日10時～
内　毛糸で帽子やマフラーなどの
編み物作り
料　１回200円
こねこねサロン
日　毎月第3火曜日9時30分～
内　樹脂粘土で季節感のある小物
作り
料　1回1000円

第3回定例健康ウォーク

日　6月14日（金）9時30分～12時
場　東市民センター集合（少雨決
行）
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　3～5㎞程度のコースを歩き
ます。
定　40人(申込順)
料　無料
持　飲み物、タオル、帽子、レジ
ャーシート
他　リュックサックなど両手のあ
く服装でご参加ください。駐車場
が少ないため車での来場はご遠慮
ください。
申 問　5月9日(木)から健康増進
課健康増進担当へ

ファミサポ提供会員説明会

対　市内在住の方
日　5月21日（火）、22日（水）10
時～12時・14時～16時
場　市役所6階
内　ファミリー・サポート・セン
ター活動紹介、講習会説明
定　20人(申込順)
料　無料
申 問　5月8日（水）から20日（月）
までに社会福祉協議会へ☎271・
1414

体幹エクササイズ教室

日　5月20日、27日、6月3日 の
各月曜日20時～21時
場　南市民センター
講　体幹スリム
内　インナーマッスルを鍛える体
幹トレーニングを初心者向けに行
います。
定　20人(申込順)
※　3回出席できる方を優先します
料　無料
持　ヨガマットまたはバスタオル、
飲み物、タオル
※　運動ができる服装
申 問　5月7日(火)9時30分 か ら
南市民センターへ☎287・0235

保育サービス講習会

対　市内在住の方
日　6月17日（月）9時30分～12時、
6月18日（火）～21日（金）10時～12
時、24日（月）9時～12時
場　市役所6階
内　ファミリー・サポート・セン
ターが提供する会員養成講習会
定　20人(申込順)
料　無料
申 問　5月27日（月）から6月7日

（金）までに社会福祉協議会へ☎
271・1414

高齢者の介護などに関する相談はお近くの地域包括支援センターへ

かんえつ（脚折145-1関越病院南館1階☎285・78775285・7866)
いちばんぼし（藤金871-3つるがしま中央交流センター内☎279・07775279・
0778)
ぺんぎん（上広谷5-1プラザイン上広谷1階☎271・51235271・5125)
いきいき（三ツ木16-1市役所1階☎227・61715227・6172)
受付時間　平日・土曜日8時30分～17時15分(ぺんぎんのみ17時30分)
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イベント

日　5月26日（日）13時～（開場12
時30分～）
場　女性センター
料　無料
問　地域活動推進課地域活動推進
担当、鶴ヶ島地区合唱連盟・川

かわ

村
むら

☎287・3010

案　　内
つるがしま郷土講座
〜脚折雨乞渡

とぎ よ

御ルートを歩く〜

日　5月31日(金)10時 ～12時(雨
天予備日6月7日(金))
場　集合／白

しらひげ

鬚神社境内、解散／
雷
かんだちがいけ

電 池児童公園
内　白鬚神社から雷電池児童公園
の龍蛇渡御ルート(約2㎞)を解説
を交えながら歩きます。
講　生涯学習スポーツ課文化財担
当職員
定　20人(申込順)
料　無料
持　筆記具、飲み物
※　歩きやすい服装
申 問　5月1日(水)から中央図書館
へ☎271・3001

中央図書館休館日

5月13日、20日、27日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

第21回鶴ヶ島地区合唱祭

きれいなまちづくり運動春期一斉清掃

市民や自治会などと協働して、身近な環境美化と保全を目的に一斉清掃を
実施します。市民の皆さんの参加をお願いします。
日　5月19日(日)　※ 雨天の場合は、26日(日)に延期。26日も雨天の場合
は中止。延期や中止のときは、7時30分頃防災行政無線で放送します
場　地域の道路や公園など（清掃箇所・開始時間などは、各自治会にお問い
合わせください）
問　生活環境課環境推進担当

プラスチックごみを拾おう

海洋プラスチックごみの問題は、陸上での対策が重要です。埼玉県では、5
月30日(ゴミゼロの日）から6月8日(世界海の日)を「埼玉県プラごみゼロウ
ィーク」として、期間中にプラスチックを含むごみの回収活動を集中的に
行っていただくようお願いしています。地域で行われるごみの回収活動に
積極的にご参加ください。
問　生活環境課環境推進担当

パソコン初心者相談会

対　シニアの方でパソコンを学び
たい方
日　5月18日、6月15日、7月20日、
8月17日、9月21日、10月19日、
11月16日、12月21日、1月18日、
2月15日、3月21日の各土曜日13
時～15時
場　市民活動推進センター
講　鶴ヶ島パソコンサポートボラ
ンティア
内　ワード、エクセルなどパソコ
ン操作についてのお悩みの相談に
のります。
定　各回10人(申込順)
料　300円
持　パソコン
他　各回終了後に次回のコースの
予約を受け付けます。
申 問　各開催日の5日前までに市民
活動推進センターへ☎272・5600

パソコンミニ講習会

対　シニアの方でスマホを学びた
い方
日　スマホ入門／①5月20日(月)・
21日(火)　②6月17日(月)・19日(水)
③10月21日(月)・22日(祝)　④
11月 25日 (月 )・27日 (水 )　⑤ 2
月17日(月)・18日(火)　iPhone
入門／①5月27日(月)・28日(火)　
②12月2日(月)・4日(水)　③1月
27日(月)・28日(火)13時30分～
16時　※　各回とも同じ内容
場　市民活動推進センター
講　鶴ヶ島パソコンサポートボラ
ンティア
定　各回2人
料　1コース1500円
持　スマホまたはiPhone
他　各回終了後に次回のコースの
予約を受け付けます。
申 問　各開催日の10日前までに市
民活動推進センターへ☎272・5600

広告
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Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

地球観測センター施設
一般公開

日　5月11日(土)10時 ～16時(入
場は15時30分まで)
場　宇宙航空研究開発機構地球観
測 セ ン タ ー(鳩 山 町 大 橋 沼 ノ 上
1401)
内　宇宙から見た地球の画像公
開、講演会、新巨大パラボラアン
テナの紹介、ブルースーツを着て
みよう、クイズ＆スタンプラリー、
宇宙グッズ販売など
料　入場無料
他　東武東上線「高坂駅西口」か
ら無料送迎バスの運行あり。
問　地球観測センター☎298・1200

楽しいサロンに
参加してみませんか

西市民センターでは、誰でも自由
に参加できる下記のサロンを開催
しています。参加を希望する方は、
当日直接お越しください。
問　西市民センター☎286・7899
プチひろば
日　奇数月第1金曜日11時～
内　ハサミとノリでできる簡単な
小物作り
料　無料
手芸サロン
日　毎月第2・4木曜日10時～
内　毛糸で帽子やマフラーなどの
編み物作り
料　１回200円
こねこねサロン
日　毎月第3火曜日9時30分～
内　樹脂粘土で季節感のある小物
作り
料　1回1000円

第3回定例健康ウォーク

日　6月14日（金）9時30分～12時
場　東市民センター集合（少雨決
行）
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　3～5㎞程度のコースを歩き
ます。
定　40人(申込順)
料　無料
持　飲み物、タオル、帽子、レジ
ャーシート
他　リュックサックなど両手のあ
く服装でご参加ください。駐車場
が少ないため車での来場はご遠慮
ください。
申 問　5月9日(木)から健康増進
課健康増進担当へ

ファミサポ提供会員説明会

対　市内在住の方
日　5月21日（火）、22日（水）10
時～12時・14時～16時
場　市役所6階
内　ファミリー・サポート・セン
ター活動紹介、講習会説明
定　20人(申込順)
料　無料
申 問　5月8日（水）から20日（月）
までに社会福祉協議会へ☎271・
1414

体幹エクササイズ教室

日　5月20日、27日、6月3日 の
各月曜日20時～21時
場　南市民センター
講　体幹スリム
内　インナーマッスルを鍛える体
幹トレーニングを初心者向けに行
います。
定　20人(申込順)
※　3回出席できる方を優先します
料　無料
持　ヨガマットまたはバスタオル、
飲み物、タオル
※　運動ができる服装
申 問　5月7日(火)9時30分 か ら
南市民センターへ☎287・0235

保育サービス講習会

対　市内在住の方
日　6月17日（月）9時30分～12時、
6月18日（火）～21日（金）10時～12
時、24日（月）9時～12時
場　市役所6階
内　ファミリー・サポート・セン
ターが提供する会員養成講習会
定　20人(申込順)
料　無料
申 問　5月27日（月）から6月7日

（金）までに社会福祉協議会へ☎
271・1414

高齢者の介護などに関する相談はお近くの地域包括支援センターへ

かんえつ（脚折145-1関越病院南館1階☎285・78775285・7866)
いちばんぼし（藤金871-3つるがしま中央交流センター内☎279・07775279・
0778)
ぺんぎん（上広谷5-1プラザイン上広谷1階☎271・51235271・5125)
いきいき（三ツ木16-1市役所1階☎227・61715227・6172)
受付時間　平日・土曜日8時30分～17時15分(ぺんぎんのみ17時30分)
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〒350−2292　
鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
☎　271・1111／5　271・1190
平　日　8時30分〜17時15分
土曜日　8時30分〜12時

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数(4月1日現在)
人　口　6万9950人 （前月比−108）
世帯数　3万1144世帯（75）
　男　　3万4735人　（−81）
　女　　3万5215人　（−27）

５月の相談

素早い連絡が素早い対応につ
ながります。小さなことでも、
ご連絡をお願いします。

【鶴ヶ島いじめ専用ダイヤル】
月～金曜日9時～16時30分
☎　279•5144

【鶴ヶ島いじめ相談メール】
　ijimesoudan@city.

 tsurugashima.lg.jp

【24時間子供SOSダイヤル】
☎　0120•0•78310

子どものいじめ
気づいたら　　相談今すぐ

子どものサインを見逃さない！

4月12日、農業交流センター近く
の菜の花迷路を駆け回る鶴ヶ島保
育所の子どもたち。昨年10月、み
んなで種をまいた菜の花です。「大
きくなってるー！」自分たちの背
丈よりも大きく成長した菜の花に
子どもたちも驚いていました。み
んなも負けずに大きくな～れ

今月の表紙

◆女性のための法律相談(要予約)
8日(水)10時～13時※6月の受付
は9日から▷女性センター☎287・
4755
◆女性相談・ＤＶ相談(要予約)
月・水・金曜日、第3土曜日10時
～15時 ▷ 直 通 ダ イ ヤ ル ☎298・
7716
◆教育相談
月～金曜日9時～16時30分(電話相
談可)▽教育センター☎286・8993
◆消費生活相談
月～金曜日9時30分～12時・13時
～15時、土曜日9時30分～12時(電
話相談のみ)▷市役所2階消費生活
センター
◆消費生活弁護士相談(要予約)
24日(金)13時 ～17時(7日 か ら 受
付)▷市役所2階消費生活センター 
◆就職相談（鶴ヶ島市ふるさとハ
ローワーク)
月～金曜日10時～17時／市役所2
階▷鶴ヶ島市ふるさとハローワー
ク☎272・4001
◆内職相談
火・木曜日10時～12時、13時～16
時▷市役所2階
◆こころの健康相談(要予約)
21日(火)9時30分～／市役所1階
▷障害者福祉課

◆弁護士による法律相談(要予約)
　（金銭・離婚・家族など）
14日(火)(受 付 中)／ 市 役 所1階、
24日(金)(10日から受付)、6月4日
(火)(21日から受付)／市役所5階
／13時～16時▷地域活動推進課
◆司法書士による法律相談(要予約)
　（相続、贈与など）
9日(木)(受付中)、6月13日(木)(30
日から受付)9時～12時／市役所3
階▷地域活動推進課
◆行政書士による法律相談
　（相続・贈与など）　
9日(木)・23日(木)13時 ～16時 ／
市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
24日(金)13時～16時／市役所5階
▷地域活動推進課
◆人権相談
17日(金)13時～16時／市役所3階▷
総務人権推進課
◆不動産相談(予約優先)
14日(火)(受付中)／市役所1階、6
月4日(火)(21日から受付)／市役所
5階／13時～16時▷地域活動推進
課
◆税務相談(要予約)
7日(火)(受付中）、6月4日(火)（21
日から受付）13時～16時／市役所5
階▷税務課

アイクリニック佐藤医院 
診察日時　5月1日(祝)9時～17時
上広谷669-1
☎279・0888

坂戸北口眼科 
診察日時　5月12日(日)9時～17時
坂戸市日の出町6-25-2F
☎282・5181
※休憩時間は要確認

急な病気や家庭での対処法、受診
に迷うときは次の番号へお問い合
わせください。ただし、診断や治
療を行うものではありません。
☎♯7119
☎048・824・4199
相談時間　24時間365日対応

坂戸鶴ヶ島医師会立
休日急患診療所
坂戸市大字石井2327-5
☎289・1199
診療日時　日曜日、祝日、年末年
始(12月29日～1月3日)／9時～12
時、14時～17時、18時～21時
※受付は診療時間の30分前で終了

休日急患診療
（内科・小児科）

5 月の
眼科在宅当番医

大人・小児の救急電話相談
（育児相談は除く）

関越病院
脚折145-1　☎285・3161
坂戸中央病院
坂戸市南町30-8　☎283・0019
埼玉医科大学病院（小児救急医療も対応）
毛呂山町毛呂本郷38
☎276・1465

救急指定病院
（全日 24 時間対応）

大型連休中の医療機関
提供体制はこちら
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自動車税納期内納税について

5月は自動車税の納期です。金融機関やコンビニで納付できます。また、パ
ソコンなどを使ってWebサイト「Yahoo!公金支払い」を利用したクレジッ
トカード納付やインターネットバンキングなどを利用したペイジー納付も
できます。忘れずに5月31日(金)までに納めてください。納税通知書は、5
月7日(水)以降、お手元に届く予定です。埼玉県では、自動車税を納期限ま
でに納税して領収書などを協賛店で提示すると、割引などのサービスが受
けられる自動車税「納めてプラス！」キャンペーンを実施しています。詳
しくは「埼玉県　納めてプラス」で検索してください。
※　自動車税全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、納付
状況の確認などについては、自動車税コールセンターにご連絡ください。な
お、自動車税収入額の一部は、「彩の国みどりの基金」に積み立て、県内の
みどりの保全や創出などに活用しています。
問　自動車税／自動車税コールセンター☎050・3786・1222、彩の国みど
りの基金／県みどり自然課☎048・830・3140

消費税の軽減税率制度説明会

10月1日から「酒類・ 外食を除く飲食品」および「週2回以上発行される新
聞(定期購読契約に基づくもの）」を対象に消費税「軽減税率制度」が実施
されます。軽減税率制度は、飲食料品などの軽減税率対象品目を取り扱う
事業者の方だけではなく、会議費や交際費として、飲食料品などを購入す
る事業者の方や、消費税免税事業者の方も取扱商品の適用税率の確認や適
用税率ごとの区分経理など、制度実施に向けた準備が必要となります。

料　無料　　
申　不要。ただし、会場の混雑状況などにより受講できない場合があります
問　川越税務署☎235・9411

案　　内
既卒3年以内の方対象就職面接会

対　高校、専門学校、高等専門学
校、短期大学、大学(院)などを卒
業後おおむね3年以内の方
日　6月3日(月)13時～16時(受付
12時30分～)
場　大宮ソニックシティ地下展示場
内　企業担当者による面接、企業
説明
持　履歴書複数枚(なくても可)、
ハローワークカード(お持ちの方)
他　既卒者採用に積極的な企業
80社が参加予定
問　最寄りのハローワークへ

5月1日から6月30日は
「不正大麻・けし撲滅運動」期間です

大麻の使用は有害で、不正栽培・
所持は犯罪です。また、「けし」
には法律で栽培が禁止されている
種類があります。特に大麻は「海
外では合法化されているから害が
ない」などといった誤った情報が
流れ、若年層への乱用の拡大が懸
念されています。正しい情報を知
り、自分の身を守りましょう。大
麻や栽培してはいけない「けし」
を発見したら坂戸保健所へ。
栽培してはいけない「けし」の特徴
・全体に白っぽく茎はほとんど無毛
・葉の切れ込みは浅く、茎を抱く
ようについている
・全体に丈が高く、1～1.5ｍになる
・色鮮やかで美しい大きな花を咲
かせる
問　坂戸保健所☎283・7815

期日 時間 定員 場所

5月29日(水) 14時～15時30分

60人 川越税務署4階会議室
(川越市大字並木452-2）

5月30日(木) 10時～11時30分
14時～15時30分

6月17日(月)

13時30分～15時30分
(新設法人説明会)

15時45分～16時30分
(軽減税率説明会)

6月27日(木) 14時～15時30分

6月28日(金) 10時～11時30分
14時～15時30分

鶴ヶ島市鶴ヶ丘75-8

　　　　鶴ヶ島市社会福祉協議会　葬祭事業受託葬儀社

　（鶴ヶ島駅西口商店街）

第 第一日典株式会社

24 時間受付
TEL : 049-285-8778
TEL : 0120-52-8888

直営式場 霞ヶ関駅北口前1分 御室セレモニーホール
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〒350−2292　
鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
☎　271・1111／5　271・1190
平　日　8時30分〜17時15分
土曜日　8時30分〜12時

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数(4月1日現在)
人　口　6万9950人 （前月比−108）
世帯数　3万1144世帯（75）
　男　　3万4735人　（−81）
　女　　3万5215人　（−27）

５月の相談

素早い連絡が素早い対応につ
ながります。小さなことでも、
ご連絡をお願いします。

【鶴ヶ島いじめ専用ダイヤル】
月～金曜日9時～16時30分
☎　279•5144

【鶴ヶ島いじめ相談メール】
　ijimesoudan@city.

 tsurugashima.lg.jp

【24時間子供SOSダイヤル】
☎　0120•0•78310

子どものいじめ
気づいたら　　相談今すぐ

子どものサインを見逃さない！

4月12日、農業交流センター近く
の菜の花迷路を駆け回る鶴ヶ島保
育所の子どもたち。昨年10月、み
んなで種をまいた菜の花です。「大
きくなってるー！」自分たちの背
丈よりも大きく成長した菜の花に
子どもたちも驚いていました。み
んなも負けずに大きくな～れ

今月の表紙

◆女性のための法律相談(要予約)
8日(水)10時～13時※6月の受付
は9日から▷女性センター☎287・
4755
◆女性相談・ＤＶ相談(要予約)
月・水・金曜日、第3土曜日10時
～15時 ▷ 直 通 ダ イ ヤ ル ☎298・
7716
◆教育相談
月～金曜日9時～16時30分(電話相
談可)▽教育センター☎286・8993
◆消費生活相談
月～金曜日9時30分～12時・13時
～15時、土曜日9時30分～12時(電
話相談のみ)▷市役所2階消費生活
センター
◆消費生活弁護士相談(要予約)
24日(金)13時 ～17時(7日 か ら 受
付)▷市役所2階消費生活センター 
◆就職相談（鶴ヶ島市ふるさとハ
ローワーク)
月～金曜日10時～17時／市役所2
階▷鶴ヶ島市ふるさとハローワー
ク☎272・4001
◆内職相談
火・木曜日10時～12時、13時～16
時▷市役所2階
◆こころの健康相談(要予約)
21日(火)9時30分～／市役所1階
▷障害者福祉課

◆弁護士による法律相談(要予約)
　（金銭・離婚・家族など）
14日(火)(受 付 中)／ 市 役 所1階、
24日(金)(10日から受付)、6月4日
(火)(21日から受付)／市役所5階
／13時～16時▷地域活動推進課
◆司法書士による法律相談(要予約)
　（相続、贈与など）
9日(木)(受付中)、6月13日(木)(30
日から受付)9時～12時／市役所3
階▷地域活動推進課
◆行政書士による法律相談
　（相続・贈与など）　
9日(木)・23日(木)13時 ～16時 ／
市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
24日(金)13時～16時／市役所5階
▷地域活動推進課
◆人権相談
17日(金)13時～16時／市役所3階▷
総務人権推進課
◆不動産相談(予約優先)
14日(火)(受付中)／市役所1階、6
月4日(火)(21日から受付)／市役所
5階／13時～16時▷地域活動推進
課
◆税務相談(要予約)
7日(火)(受付中）、6月4日(火)（21
日から受付）13時～16時／市役所5
階▷税務課

アイクリニック佐藤医院 
診察日時　5月1日(祝)9時～17時
上広谷669-1
☎279・0888

坂戸北口眼科 
診察日時　5月12日(日)9時～17時
坂戸市日の出町6-25-2F
☎282・5181
※休憩時間は要確認

急な病気や家庭での対処法、受診
に迷うときは次の番号へお問い合
わせください。ただし、診断や治
療を行うものではありません。
☎♯7119
☎048・824・4199
相談時間　24時間365日対応

坂戸鶴ヶ島医師会立
休日急患診療所
坂戸市大字石井2327-5
☎289・1199
診療日時　日曜日、祝日、年末年
始(12月29日～1月3日)／9時～12
時、14時～17時、18時～21時
※受付は診療時間の30分前で終了

休日急患診療
（内科・小児科）

5 月の
眼科在宅当番医

大人・小児の救急電話相談
（育児相談は除く）

関越病院
脚折145-1　☎285・3161
坂戸中央病院
坂戸市南町30-8　☎283・0019
埼玉医科大学病院（小児救急医療も対応）
毛呂山町毛呂本郷38
☎276・1465

救急指定病院
（全日 24 時間対応）

大型連休中の医療機関
提供体制はこちら
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